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Ⅰ．はじめに 

 

1. 趣旨・目的 

富山県が主催する、「とやまつながるラボ」は、県外在住で、富山の地域づくりや暮らしに関心を持つ

社会人の方を対象として、富山とつながる関わりしろを発見することを目的として開講する、現地とつ

ながるオンライン講座です。講座での学びと交流を通じて、富山の地域課題について考え、関係人口とし

ての多様な活動や将来的な移住など、受講生と富山の関わりを深めるきっかけとなることをめざしてい

ます。 

 

2. 応募条件 

○ 富山県外にお住いで、富山の地域づくり、暮らし、ローカル・ビジネスなどに関心がある方で、原則

として講座及び富山県内をフィールドとするオンライン合宿（２日間）に参加可能である大学生、社

会人の方。 

○ PC スキル及びインターネット環境のある方。 

【推奨環境】 

・デバイス：PC（WINDOWS / MAC いずれでも可） 

・通信環境：通信量制限に余裕をもってご参加ください。 

 

3. 受講環境 

（１）講座：オンラインで実施 

○ 使用予定ツール 

Zoom 

○ 使用予定ツールのアクセス・操作方法サポート 

希望者には、講座開始前に事務局によるレクチャー/サポートを実施します。 

 

（２）現地とつながるオンライン合宿 2 日間で開催 

○ 使用予定ツール 

Zoom ほか 

○ とやまの食の魅力を詰め込んだ「とやまつながる BOX」をお届けします。 

受講費に含まれます。 

 

4. 募集人数 （第２回オンライン合宿以降にかかる募集人数） 

○ 20 名程度 

・選考基準による規定の最大人数であり、定員を保証するものではありません。 

・応募多数の場合、選考させていただく場合があります。 
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5. 開催スケジュール 

＊各回の予定は都合により変更となる場合がございます。 

日程 内容 備考 

R3 年 

10 月 5 日（火） 

第 1 回 講座 

兼 説明会 

＊19 時 30 分 開始 

＊参加無料 

10 月 15 日（金） 応募締切 ＊22 時まで 

10 月 20 日（水） 選考結果通知 ＊メールによる 

 11 月 20 日（土） 

～ 

11 月 21 日（日） 

第２回 オンライン

合宿 

＊第２回オンライン合宿以降のご参加には 

正式受講のお申込みをお願いします。 

 

・富山のプレイヤーに学ぶ 

・富山との関わりシロを考える 

・振り返り整理 

 12 月 26 日（日） 
第３回 講座 

最終発表会 

＊13 時開始 

つながり Plan のまとめ＊最終発表 
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Ⅱ．講座について 

 

1. 講座の概要 

○ 本講座は、富山とのつながりを考える視点から、以下の２つのコースを設定します。 

① つながるローカル・プロジェクトコース 

地域資源の活用や課題解決を考えてみたい方のためのコースです。 

② つながる暮らしコース 

富山とつながる、自分らしい暮らし方や働き方を考えてみたい方のためのコースです。 

 

○ メンターやゲストからの学び、受講生ワークだけでなく、富山県内のプレイヤーとの交流機会を通じ

て、相互に親しくつながることのできる 2 日間のオンライン合宿を開催します。 

○ 最終回では、受講をとおしてみえてくる《とやまつながるプラン》を発表いただきます。 

 

2. 講師 メンターの紹介 

■ メイン講師 指出 一正氏 （『ソトコト』 編集長 株式会社 ソトコト・プラネット 代表取締役） 

『ソトコト』編集長。1969 年群馬県生まれ。上智大学法学部国際関係法学科卒業。雑

誌『Outdoor』編集部、『Rod and Reel』編集長を経て、現職。島根県「しまコトアカ

デミー」メイン講師、奈良県「SUSTAINABLE DESIGN SCHOOL」メイン講師、静岡

県「『地域のお店』デザイン表彰」審査委員長、和歌山県田辺市「たなコトアカデミー」

メイン講師、山形県小国町「白い森サスティナブルデザインスクール」メイン講師、

やまがたアルカディア観光局「ライク・ア・バード okitama」総合監修、山形県金山

町「カネヤマノジカンデザインスクール」メイン講師、秋田県湯沢市「ゆざわローカルアカデミー」メイ

ン講師、福島県郡山市「こおりやま街の学校」学校長、島根県松江市「and YOU  松江市関係人口プロジ

ェクト」メイン講師、富山県「とやまつながるラボ」監修、奈良県「奥大和で会いましょう。」企画監修、

奥大和地域誘客促進事業実行委員会、奈良県、吉野町、天川村、曽爾村「MIND TRAIL  奥大和 心のな

かの美術館」エリア横断キュレーター、岡山県真庭市政策アドバイザー、富山県「くらしたい国、富山」

推進本部本部員、群馬県「群馬県過疎有識者会議」委員、上毛新聞「オピニオン 21」委員、栃木県宇都

宮市「カマクリ協議会」委員をはじめ、地域のプロジェクトに多く携わる。内閣官房まち・ひと・しごと

創生本部「わくわく地方生活実現会議」委員。内閣官房「水循環の推進に関する有識者会議」委員。環境

省「SDGs 人材育成研修事業検討委員会」委員。内閣官房まち・ひと・しごと創生本部「人材組織の育成・

関係人口に関する検討会」委員。国土交通省「ライフスタイルの多様化と関係人口に関する懇談会」委員。

総務省「過疎地域自立活性化優良事例表彰委員会」委員。農林水産省「新しい農村政策の在り方検討会」

委員。UR 都市機構 UR まちづくり支援専門家。内閣官房「ふるさと活性化支援チーム」委員。内閣官房

水循環アドバイザー。林野庁「森林空間を活用した教育イノベーション検討委員会」委員。BS 朝日「バ

トンタッチ SDGs はじめてます」監修。経済産業省「2025 年大阪・関西万博日本館」クリエイター。著

書に『ぼくらは地方で幸せを見つける』（ポプラ新書）。趣味はフライフィッシング。 
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■ ２つのコースのご案内と担当メンター 

  つながりたいかたちにあわせて受講したいコースをお選びいただけます。 

 

➢ つながるローカル・プロジェクトコース 

地域資源の活用や地域社会の課題解決を考えてみたい方のためのコースです。射水市内川地区などを

中心に、空き家活用、エリアリノベーションに取り組む明石さんと地域プレイヤーのみなさんの活動か

ら、まちを面白くするプロジェクトに学び、「私なりのつながるチャレンジ」を考えていきます。 

【こんな方にオススメ】 

富⼭のワクワクするプロジェクトにコミットしたい、活躍している⼈たちと⼀緒に何かやってみたいと考えて

いる方 

 

⚫ 担当メンター  

明石 博之 氏／グリーンノートレーベル株式会社 代表取締役・プロデューサー 

広島県尾道市生まれ。多摩美術大学でプロダクトデザインを学ぶ。大学を卒業後に入社、

2008 年に代表取締役に就任。全国各地を飛び回るうちに自らがローカルプレイヤーにな

ることに憧れ、2010 年に妻の故郷・富山県へ移住。漁師町で出会った古民家をカフェに

リノベした経験をキッカケに秘密基地的な「場」をつくる面白さに目覚めた。その後、

まちの価値を拡大する「場」のプロデュース・空間デザインを仕事の軸として、富山のまちづくりに取り

組んでいる。2014 年度「うるおい環境とやま賞」（風の賞）を受賞。 

【グリーンノートレーベル株式会社 HP  https://ba-gnl.jp/】 

 

【明石さんの主な活動拠点】  

■café uchikawa 六角堂 

漁師町の元畳屋さんだったオーガニックカフェ：富山県射水市八幡町 

 

 

■ma.ba.lab（まばらぼ） 

かつては漁師の家で、以前は米の小売業を営んでいた商店兼住宅の空き家を 

リノベーションしたシェアオフィス。 

 

 

⚫ 1期生の感想紹介 （アンケートより） 

 

・ 自分と富山とのつながりを見つめ直す有意義な時間になりました。やはり、いろいろな方のバックグ

ラウンドや、考えなどを聞けたのが自分の思考の整理にもつながり、とても良かったと思います。 

・ 個人ワークで初日に受けた影響を自分の中で内省し、受け⽌められた。その「私事」をグループで共

有し、「私達事」になり、広がりを見せていく様が面白かったです。 

・ 特に最後の全体での共有が興味深かったです。1日でこんなにそれぞれ異なった気づきが得られる

のかと驚きました。学びの成果がはっきりと表れていたと思います。  

https://ba-gnl.jp/
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➢ つながる暮らしコース 

富山とつながることで、自分らしい暮らし方や働き方を考えてみたい方のためのコースです。富山市内

で、多拠点生活やワーケーションなど、多様性を大切に富山らしい暮らし、「私」らしい暮らしを実践す

る方々にご登場いただきます。 

【こんな方にオススメ】 

まずは富⼭について知りたい、関係をつくるところから始めたい方 

富山とつながる「私」の暮らし、つながり方を考えてみたい方 

 

⚫ 担当メンター  

姫野 泰尚 氏 （合同会社シェアライフ富山 代表社員） 

富山市生まれ。大学卒業後、長野県で 1 年、オーストラリアで 2 年、富山に戻り 5 年、す

べてシェアハウス生活を実践。2008 年オーストラリアより帰国後、地元不動産会社に就職。

同年、県内初のシェアハウスを市内にオープン。2 年後に 2 軒目の『シェアライフ磯部』

をオープン。以後、毎年 1 軒ずつオープンし続ける。2014 年、『合同会社シェアライフ富

山』設立。多様な物件展開で注目される。「シェアハウスは新しい家族の形」と考えている。2017 年「富

山市ヤングカンパニー大賞」を受賞。 

【合同会社シェアライフ富山 HP  https://www.sharelife-toyama.com/】 

 

【姫野さんの主な活動拠点】   

■地蔵屋シェアハウス ぷち田舎シェア四方、リバ邸金澤、シェアライフ長江 

ひま邸、シェアライフ白銀、シェアライフ五福、シェアライフ婦中、 

シェアライフ掛尾、シェアライフちえのわ 他 

 

 

■ゲストハウス縁、売薬宿屋山キ、柿の家さかえ、河本楼、高屋敷のいえ、 

いしがき亭、プライベートハウス永楽町 

 

 

 

⚫ 1期生の感想紹介 （アンケートより） 

 

⚫ 都心と富山の⼆拠点生活など実体験者の話が聞けた事は貴重であった。  

⚫ 自⾝とふるさとの関係を見つめ直すきっかけを頂けたことに感謝しています。引続きつながってい

きたい！ 

⚫ 気軽に参加できたので富山とのつながりを考えるファーストステップとしては⼗分だったと思いま

す。自分の中で富山の印象がかなり変化したので、この講座に出会えてよかったです。 

⚫ 現地とのつながりもなく観光にも訪れたことが無い街でしたが、講座を受講したことで「富山らし

さ」への理解が深まりました。今後の繋がり方の参考に⾮常に役立つ講座となりました。ありがと

うございました^^  

https://www.sharelife-toyama.com/】
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■開催スケジュール （予定は都合により変更することがあります。）  

日時 内容 講師 

【第１回 講座 兼 説明会】つながるラボで出会える 富山のひと・コト・食 

10 月 5 日 

（火） 

19:30～ 

21:30 

１．チェックイン／オリエンテーション（主催者トーク） 

２．指出さんのつながるラボ Talk 

「関係人口で富山とつながる」 

３．メンター・トーク・セッション 

  「とやま発ローカルプロジェクト／ライフスタイルの魅力」 

４．参加者セッション 

５．講座概要紹介・応募案内 

講師 

 指出 一正 氏 

メンター 

明石 博之 氏  

姫野 泰尚 氏 

 

＊この回は 

参加無料です。 

➢ 第２回以降ご参加を希望される方は、正式受講お申込みをお願いします。 

正式受講お申込みを希望される方は、Ｐ8「正式受講応募方法」をご参照ください。 

【第２回 オンライン合宿】富山のプレイヤーに学ぶ 

11 月 20 日 

（土） 

14：00～ 

17：00 

 

（交流会

18：00～

19：00） 

◎ オリエンテーション 

◎ つながるローカル・プロジェクトコース 

明石メンターの活動現場オンライン訪問 富山県射水市内 

◎ つながる暮らしコース 

姫野メンターの活動現場オンライン訪問 富山県富山市内 

◎夜 合同オンライン交流会 

メンター 

明石 博之 氏 

姫野 泰尚 氏 

11 月 21 日 

（日） 

9：30 

～ 

12：30 

◎ つながるローカル・プロジェクトコース 

明石メンターのつながりゲスト：オンライン訪問 

◎ つながる暮らしコース 

姫野メンターのつながりゲスト：オンライン訪問 

◎オンライン合宿の振り返りと共有 

ゲスト 

現地プレイヤー 

【第３回 講座 最終発表会】つながりプランのまとめ＊最終発表 

12 月 26 日 

（日） 

13:00～ 

17:00 

1. 参加者セッション／「とやまとのかかわりシロポイント共有」    

2. 最終プラン検討セッション 

① メンター・レクチャー／「つながりプランのまとめ方」 

② コース別グループワーク／「最終プランのまとめ」 

３．最終プラン・グループ発表 

４．つながるレクチャー／「これからのつながりづくりのために」 

講師：指出一正氏 

５．つながるステイトメント記入 

６．閉講セレモニー／富山県からのメッセージ／記念撮影 

講師 

指出 一正 氏 

メンター 

明石 博之 氏  

姫野 泰尚 氏 
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Ⅱ．第１回 講座 兼 説明会 

➢ 受講ご検討の方は説明会へのご参加をお願いします。 

（ご欠席の場合、アーカイブ動画をご視聴いただけるフォロー説明会をご案内します。） 

  

1. 開催日時 

 ・令和３年 10 月 5 日（火）19 時 30 分～21 時 30 分 

  ＊ご参加は、下記「参加申込み方法」をご参照ください。 

 

2. 主な内容 

➢ 指出さんのつながるラボ Talk 「関係（応援）人口で富山とつながる」 

指出 一正 氏 メイン講師 ソトコト編集長 

➢ メンター・セッション 「とやま発ローカルプロジェクト／ライフスタイルの魅力」 

明石 博之 氏  メンター（グリーンノートレーベル株式会社代表取締役 射水市） 

姫野 泰尚 氏  メンター（合同会社シェアライフ富山 代表社員 富山市） 

指出 一正 氏   メイン講師（ナビゲーター）  

➢ 富山県の概要／取り組み紹介 

  石川 ちえみ 富山県地方創生局ワンチームとやま推進室 移住・交流促進担当 

➢ とやまつながるラボ受講案内とQ／A 

とやまつながるラボ 1 期生 

藤原 啓    事務局統括 

  奥崎 有汰 講座ディレクター    

3. オンライン説明会への参加申し込み方法 

下記講座案内 WEB ページ掲載の説明会案内／参加申し込みフォームより、お申込みください。 

 

 《とやまつながるラボ・フェイスブックページ》 

https://www.facebook.com/toyama2nagaruLABO/ 

 

 《オンライン説明会へのお申し込みフォーム》 

https://forms.gle/eEsCxansMBJHcq9W8 

  

https://www.facebook.com/toyama2nagaruLABO/
https://forms.gle/eEsCxansMBJHcq9W8


8 

 

4. 説明会の開催方法 

ZOOM ミーティングによる配信 

＊URL はお申し込みいただいた方のご登録メールにお送りさせていただきます。 

 

5. 第１回 講座 兼 説明会の定員 

30 名 程度（参加費無料） ＊第２回以降の正式受講の定員：20 名程度 とは異なります。） 

≪説明会についてのお問合わせ先≫ 

    info@csri.jp  （担当：奥崎・藤原） 

  

mailto:info@csri.jp
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Ⅲ．正式受講応募について 

⚫ 応募方法 

第１回講座 兼 説明会にご参加後、正式に受講ご応募いただく際、下記 WEB ページをご確認の上、

「応募フォーム」より必要事項をご記入のうえご応募ください。 

ご質問等は、Ｐ9「応募に関するお問合わせ先」をご参照の上、ご連絡ください。 

⚫ 講座情報ページ 

講座案内 WEB ページ：http://www.csri.jp/archives/info/1377 

 

最新情報は FB で！ 

とやまつながるラボ Facebook：https://www.facebook.com/toyama2nagaruLABO/ 

 

⚫ 正式受講応募フォーム（google フォーム） 

https://forms.gle/8jrNEzUgwd89R1Dy8 

 

 

1. 応募条件（再掲） 

○ 富山県外にお住いで、富山の地域づくり、暮らし、ローカル・ビジネスなどに関心がある方で、原則

として講座及び富山県内をフィールドとするオンライン合宿（２日間）に参加可能である大学生、社

会人の方。 

○ PC スキル及びインターネット環境のある方。 

【推奨環境】 

・デバイス：PC（WINDOWS / MAC いずれでも可） 

・通信環境：通信量制限に余裕をもってご参加ください。 

  

http://www.csri.jp/archives/info/1377
https://www.facebook.com/toyama2nagaruLABO/
https://forms.gle/8jrNEzUgwd89R1Dy8
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2. 受講環境（再掲） 

（１）講座：オンラインで実施 

○ 使用予定ツール 

Zoom 

○ 使用予定ツールのアクセス・操作方法サポート 

希望者には、講座開始前に事務局によるレクチャー/サポートを実施します。 

 

（２）現地とつながるオンライン合宿 ２日間で開催 

○ 使用予定ツール 

Zoom ほか 

○ とやまの食の魅力を詰め込んだ「とやまつながる BOX」をお届けします。 

受講費に含まれます。 

 

3. 正式受講における募集人数（再掲） 

○ 20 名程度 

・選考基準による規定の最大人数であり、定員を保証するものではありません。 

・応募多数の場合、選考させていただく場合があります。 

4. 応募締切 

令和 3 年 10 月 15 日（金）22 時まで 

 

5. 選考方法 

受講にあたっては 、本事業の趣旨に基づき、応募書類を審査の上、選考します。 

 

6. 選考結果のご連絡 

令和３年 10 月 20 日（水）までに通知 

＊ご応募時に申請いただいたメールアドレスにご連絡します。 

 

7. 応募に関するお問い合わせ先 

事務局 (株式会社シーズ総合政策研究所内)  

E-mail: info@csri.jp   （担当：奥崎・藤原）  http://www.csri.jp/ 

 

  

mailto:info@csri.jp
http://www.csri.jp/
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Ⅳ．受講費について 

 

1. 受講費 

◎受講費：5,000 円（消費税込）  

【受講費に含まれる内容】 

・とやまつながる BOX（とやまの食の魅力を詰め込んだ講座オリジナルギフト） 

＊以下の項目は受講費に含まれません。 

・受講にかかる通信費 

 

2. お支払い方法 

・受講費のお支払いは、銀行振込にてお支払いください。 

・下記期限までに受講費をお支払ください。 

【お振込期限】 

➢ 令和３年 11 月 10 日（水）までにお振込みをお願いします。 

※ お振込先はお申込み時にご連絡いたします。振込手数料は恐れ入りますが各自ご負担下さい。 

 

3. キャンセルについて 

 受講決定後に受講をキャンセルされる場合は、事務局まで、メール（info@csri.jp）にて 11 月 15 日

（月）までにご連絡ください。それ以降のキャンセルの際は、下表掲載のキャンセル料がかかります。 

 

11月 16日（火）以降当日まで 申込み費用の  30％ 

 11月 20日（土）開催当日 

（または無断キャンセル） 
申込み費用の 100％ 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@csri.jp）にて11月15
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Ⅴ．そのほか 

 

⚫ 個人情報の取り扱いについて 

ご応募いただいた情報については、本事業内の目的で利用し、下記のプライバシーポリシーに基づき、

適切に管理致します。 

＊運営会社（株式会社シーズ総合政策研究所）個人情報プライバシーポリシー 

下記 URL をご参照ください。 

http://www.csri.jp/company/privacy  

 

■取材協力のお願いについて 

本講座は、とやまつながるラボ Facebook、富山県 HP 等広報媒体、sotokoto online において展開する

WEB 媒体等において、受講状況を取材・掲載させていただくことがあります。ご了承のほどお願い申し

あげます。 

なお、写真掲載等を希望されない方は掲載を行わないように致しますので受講時にお申し出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事務局 

株式会社シーズ総合政策研究所＊株式会社ソトコト・プラネット 

・株式会社 シーズ総合政策研究所  http://www.csri.jp 

・株式会社 ソトコト・プラネット    https://sotokoto-online.co.jp/ 

 

■事業主体 

富山県地方創生局ワンチームとやま推進室 移住・交流促進担当 

 

http://www.csri.jp/company/privacy
http://www.csri.jp/
https://sotokoto-online.co.jp/

